
履 歴 書 

RESUME 

 

米子国際ビジネスカレッジ 日本語学科 

理事長 ：青山 朋裕 殿 

１．氏名（姓名）Name：                                        

２．国籍 Nationality ：         出生地 Birth Place：              

３．性別 Sex        ：◇男Male ◇女 Female  

４．生年月日 Birth  ：               年Year    月Month    日Day  

５．現住所 Current Address：                                                                     

６．配偶者の有無 Married：◇有 Yes  ◇無No 

７．学歴 An Academic Background 

学 校 名 

School 

所 在 地 

Address 

修 学 期 間 

The Period of Learning 

入学 Entrance    卒業 Graduate  

  年Year  月Month 年Year  月Month 

  年Year  月Month 年Year  月Month 

  年Year  月Month 年Year  月Month 

  年Year  月Month 年Year  月Month 

  年Year  月Month 年Year  月Month 

  年Year  月Month 年Year  月Month 

８．日本語学習歴 An Academic Background of Learning Japanese 

学 校 名 

School 

所 在 地 

Address 

修 学 期 間 

The Period of Learning 

入学 Entrance    卒業 Graduate 

  年Year  月Month 年Year  月Month 

  年Year  月Month 年Year  月Month 

  年Year  月Month 年Year  月Month 

９．職歴 Your Employment History 

勤 務 先 

Name of Company 

所 在 地 

Address 

就 職 

Date of Hired 

退 職 

Date of Leave 

  年Year  月Month 年Year  月Month 

  年Year  月Month 年Year  月Month 

  年Year  月Month 年Year  月Month 

 

 

 



１０．兵役 Duty：◇有 Yes  ◇無No  

（期間    年   月―    年   月） 

Time       Year    Month       Year    Month 

１１．学校卒業後、９、１０がブランクの者は、今まで何をしていたかを記入のこと。 

   After your graduated school, what did you do? 

                                                                                       

                                                                                          

１２．旅券 Passport  ◇有 Yes ◇無 No 

      番号 Passport Number              

   発行年月日 Date of Issued：      年Year    月Month    日Day 

   有効期限 Time of Expiration：      年 Year    月Month    日

Day 

１３．出入国歴 The History of Immigration 

滞 在 期 間 

The History of Stay 

在 留 資 格 

Status of Residence 

入 国 目 的 

The Reason 

of Immigration 入 国 

Entry 

出 国 

Exit 

年Year  月Month   日Day 年Year  月Month   日Day   

年Year  月Month   日Day 年Year  月Month   日Day   

年Year  月Month   日Day 年Year  月Month   日Day   

年Year  月Month   日Day 年Year  月Month   日Day   

年Year  月Month   日Day 年Year  月Month   日Day   

年Year  月Month   日Day 年Year  月Month   日Day   

年Year  月Month   日Day 年Year  月Month   日Day   

１４．家族 Family Member 

氏名 

 

Name 

続柄 

 

Relationship 

年令 

 

Age 

職業 

 

Occupation 

国籍 

 

Nationality 

居住国 

Country  

of Residence 

      

      

      

      

      

      

      

以上の通り相違ありません 

 

記入日(The Date of Entry)      年Year    月Month    日Day 

本人署名 Signature                  


